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(57)【要約】
【課題】５軸加工機の高速切削性能を活用して、スライ
ドコア穴を効率よくＮＣ加工できるようにする。
【解決手段】金型に加工を行う各スライドコア穴の傾斜
角度に合わせて前記主軸頭を旋回させ、そのＡ軸角度を
固定し、工具にエンドミルを用い、前記金型表面に平ら
な底面をもつ浅い座ぐり穴を座ぐり加工する。続いて、
工具にドリルまたはリーマーを用い、前記座ぐり穴の底
面にガイド穴を穴あけ加工し、工具にガンドリルを用い
、前記ガイド穴を前記ガンドリルの案内として、前記ロ
ッド穴を穴あけ加工する。その後、工具にエンドミルを
用い、前記コアポケットの予備加工として、前記座ぐり
穴を形成する面に中間ポケット穴を形成する形状加工を
行う。この中間ポケットの座面における前記ロッド穴の
中心の位置と、中間ポケットの座面の位置を測定し、前
記コアポケットの加工の基準となるロッド穴の基準点の
位置を計測す。最終的に、加工プログラムを実行し、前
記コアポケットの粗加工から仕上げ加工までの形状加工
を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に加えて、主軸頭を旋回させるＡ軸とテーブルを旋回させるＣ軸を有
する５軸加工機により、コアポケットとロッド穴の２つの穴からなるスライドコア穴をワ
ークである金型に斜め加工する方法であって、
　金型に加工を行う各スライドコア穴の傾斜角度に合わせて前記主軸頭を旋回させ、その
Ａ軸角度を固定する工程と、
　工具にエンドミルを用い、前記金型表面に平らな底面をもつ浅い座ぐり穴を座ぐり加工
する工程と、　
　工具にドリルまたはリーマーを用い、前記座ぐり穴の底面にガイド穴を穴あけ加工する
工程と、
　工具にガンドリルを用い、前記ガイド穴を前記ガンドリルの案内として、前記ロッド穴
を穴あけ加工する工程と、
　工具にエンドミルを用い、前記コアポケットの予備加工として、前記座ぐり穴を形成す
る面に中間ポケット穴を形成する形状加工を行う工程と、
　工具の替わりにプローブを用い、中間ポケットの座面における前記ロッド穴の中心の位
置と、中間ポケットの座面の位置を測定し、前記コアポケットの加工の基準となるロッド
穴の基準点の位置を計測する工程と、
　前記ロッド穴の基準点の位置の測定結果と、予め該コアポケットを形状加工する加工プ
ログラムに設定されている該ロッド穴の基準点の座標を比較し、誤差があれば前記基準点
の座標を測定した値に書き替える工程と、
　前記加工プログラムを実行し、前記コアポケットの粗加工から仕上げ加工までの形状加
工を行う工程と、
からなることを特徴とするスライドコア穴の加工方法。
【請求項２】
　前記コアポケットの仕上げ加工を終了後、さらに該コアポケットを形成する各壁面の傾
斜角度、該コアポケットの寸法を測定する形状計測を行うことを特徴とする請求項１に記
載のスライドコア穴の加工方法。
【請求項３】
　前記形状計測を利用して、加工代の有無を判別し、加工代が残っている場合、前記コア
ポケットの再形状加工を行うことを特徴とする請求項１に記載のスライドコア穴の加工方
法。
【請求項４】
　前記スライドコア穴は、自動車のインストパネル、パンパー等の大型樹脂製品を成形す
る金型において、製品を押し出す押出ピンが挿入される穴であることを特徴とする請求項
１に記載のスライドコア穴の加工方法。
【請求項５】
　Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に加えて、主軸頭を旋回させるＡ軸とテーブルを旋回させるＣ軸を有
する５軸加工機において、コアポケットとロッド穴の２つの穴からなるスライドコア穴を
ワークである金型に斜め加工する工程で用いられる計測・補正システムであって、
　前記主軸頭の主軸先端に装着され、前記金型の加工面に接触する接触子を有するプロー
ブと、
　前記コアポケットの予備加工として、前記座ぐり穴を形成する面に加工された中間ポケ
ット穴を加工した後、前記中間ポケットの座面におけるロッド穴の中心の位置と、中間ポ
ケットの座面の位置を前記プローブにより測定する測定プログラムを実行することにより
、前記ロッド穴の加工の基準となるロッド穴の基準点の位置を計測する手段と、
　前記ロッド穴の基準点の位置の測定結果と、予め該コアポケットを形状加工する加工プ
ログラムに設定されている該ロッド穴の基準点の座標を比較し、誤差があれば前記基準点
の座標を測定した座標に書き替える補正手段と、
からなることを特徴とするスライドコア穴に用いる計測・補正システム。
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【請求項６】
　前記計測手段は、前記コアポケットの仕上げ加工を終了後、さらに該コアポケットを形
成する各壁面の傾斜角度、該コアポケットの寸法を測定する形状計測を行い、加工代の有
無を判別する機能を有することを特徴とする請求項５に記載のスライドコア穴加工に用い
る計測・補正システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライドコア穴の加工方法およびスライドコア穴加工に用いる計測・補正シ
ステムに係り、たとえば、自動車のインストパネルやバンパーのような大型樹脂製品の成
形に用いる金型に、押出ピン用の傾斜スライドコア穴を５軸加工機で加工する技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、５軸加工機の代表的な工作機械に門形工作機械がある。この種の門形工作機械で
は、主軸頭がクロスレールに設置されており、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に加えて主軸頭を旋回さ
せるＡ軸と、テーブルを割り出すＣ軸を備えている。このような門形工作機械の従来技術
例としては、例えば、特許文献１に開示されているものを挙げることができる。門形工作
機械をはじめとする５軸加工機では、主としてプロペラなどに代表される自由曲面加工に
メリットがあるとされてきた。
【０００３】
　近年、製造業を取り巻く環境が大きく変化し、ユーザーからの要求も変わってきている
。従来は、例えば、これまで金型の付加価値加工のように、自由曲面の形状加工が最優先
され、主軸の高速回転と軸移動の高速追従性能が求められていた。これに応えるようにし
て、５軸加工機では、形状加工の高速高精度化が実現されてきた。
【０００４】
　ところが、最近、５軸加工機に対するユーザーからの要求は、工程集約的な複合加工指
向が強くなってきている。これに伴い、上述のように、高速高精度化の面で著しい成果を
挙げた反面で、旧態以前たる加工作業も依然として併存しているというアンバランスが問
題となってきている。
【０００５】
　例えば、自動車のインストパネルやバンパーのような大型の樹脂成形品を成形する金型
を加工する場合、高度な形状加工を行う以外に、押出ピンを入れるスライドコア穴や、冷
却穴、アンダカット形状加工など、必ずしも高度な形状加工を行う必要のない加工も多数
存在する。
【特許文献１】特開２００４－３４１６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これだけ工作機械の高速化が定着した現在であっても、スライドコア穴加工のような加
工は、けっして高速高精度加工とはいえない加工でありながら、熟練者による人海戦術で
行われているという現状がある。というのは、スライドコア穴は、一つの金型に何箇所も
設けられており、しかもそれぞれの穴の傾斜および方位が異なっていること、また、押出
ピンは、製品に当接する入子の部分とロッドの部分からなり、これに合わせてスライドコ
ア穴は、入子が収まるコアポケットと、ロッドがスライドするロッド穴の形状、深さとも
に異なる二つの穴の組み合わせからなるためである。
【０００７】
　現在のところ、スライドコア穴を加工する場合、コアポケットの加工と、ロッド穴の加
工とは、それぞれ別々の工程で加工されているのが一般的である。このため、しばしば、
入子外周のガイド面と、ロッドとの間の位相にずれが生じてしまう結果、入子の当たり付
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けが悪くコアポケットに入らなくなる。そのような場合、スライドコア穴の一カ所ごとに
、当たり付けを調整するために、コアポケットを修正する加工を手作業で行っている。
【０００８】
　コアポケットや、ロッド穴は、工作機械の高速切削性能を活用して加工できる反面で、
最後の仕上げ段階で当たり付けの調整に能率の悪い手作業を強いられる結果、工作機械の
形状加工の高速切削能力が加工効率の向上に結びつかないという大きな問題があった。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、前記従来技術の有する問題点を解消し、５軸加工機の高速切
削性能を活用して、スライドコア穴を効率よく加工できるようにしたスライドコア穴の加
工方法およびスライドコア穴加工の加工に用いる計測・補正システムを提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記の目的を達成するために、本発明は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に加えて、主軸頭を旋回さ
せるＡ軸とテーブルを旋回させるＣ軸を有する５軸加工機により、コアポケットとロッド
穴の２つの穴からなるスライドコア穴をワークである金型に斜め加工する方法であって、
金型に加工を行う各スライドコア穴の傾斜角度に合わせて前記主軸頭を旋回させ、そのＡ
軸角度を固定する工程と、工具にエンドミルを用い、前記金型表面に平らな底面をもつ浅
い座ぐり穴を座ぐり加工する工程と、工具にドリルまたはリーマーを用い、前記座ぐり穴
の底面にガイド穴を穴あけ加工する工程と、工具にガンドリルを用い、前記ガイド穴を前
記ガンドリルの案内として、前記ロッド穴を穴あけ加工する工程と、工具にエンドミルを
用い、前記コアポケットの予備加工として、前記座ぐり穴を形成する面に中間ポケット穴
を形成する形状加工を行う工程と、工具の替わりにプローブを用い、中間ポケットの座面
における前記ロッド穴の中心の位置と、中間ポケットの座面の深さを測定し、前記コアポ
ケットの加工の基準となるロッド穴の基準点の位置を計測する工程と、前記ロッド穴の基
準点の位置の測定結果と、予め該コアポケットを形状加工する加工プログラムに設定され
ている該ロッド穴の基準点の座標を比較し、誤差があれば前記基準点の座標を測定した値
に書き替える工程と、前記加工プログラムを実行し、前記コアポケットの粗加工から仕上
げ加工までの形状加工を行う工程と、からなることを特徴とするものである。
【００１１】
　また、本発明は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に加えて、主軸頭を旋回させるＡ軸とテーブルを旋
回させるＣ軸を有する５軸加工機において、コアポケットとロッド穴の２つの穴からなる
スライドコア穴をワークである金型に斜め加工する工程で用いられる計測・補正システム
であって、前記主軸頭の主軸先端に装着され、前記金型の加工面に接触する接触子を有す
るプローブと、前記コアポケットの予備加工として、前記座ぐり穴を形成する面に加工さ
れた中間ポケット穴を加工した後、前記中間ポケットの座面におけるロッド穴の中心の位
置と、中間ポケットの座面の位置を前記プローブにより測定する測定プログラムを実行す
ることにより、前記ロッド穴の加工の基準となるロッド穴の基準点の位置を計測する手段
と、前記ロッド穴の基準点の位置の測定結果と、予め該コアポケットを形状加工する加工
プログラムに設定されている該ロッド穴の基準点の座標を比較し、誤差があれば前記基準
点の座標を測定した座標に書き替える補正手段と、を具備したことを特徴とするものであ
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、従来、熟練者が人海戦術で行っていた金型でのスライドコア穴加工を
、５軸加工機の高速切削性能を活用して、効率よく、しかも、全工程をＮＣ加工できるの
で、コアポケットと入子の当たり付けの調整等が不要になる等、格段の加工効率の向上を
達成できる。
【００１３】
　また、本発明によれば、金型でのスライドコア穴加工における形状計測を自動化し、ま
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た、穴の基準点の座標を計測結果に基づいて書き替えられるので、より精度の高い加工を
実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明によるスライドコア穴の加工方法およびこのスライドコア穴加工の実施に
用いる計測・補正システムの一実施形態について、添付の図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明によるスライドコア穴の加工に用いる５軸加工機の一例である門形工作
機械を示す。　
　図１において、参照番号２は、コラムを示し、参照番号４はベッドを示している。コラ
ム２には、クロスレール６が水平に架設されており、このクロスレール６は、上下方向に
昇降するようになっている。また、クロスレール６には、サドル８が左右方向に移動自在
に設置されている。主軸頭１０は、サドル８に旋回可能に設置されており、旋回ころがり
ガイドに支持されたスイベル旋回機構によって駆動される。
【００１５】
　ベッド４の上には、テーブル１２が設けられている。このテーブルは、３６０°連続回
転可能なロータリテーブルであり、テーブル１２に載せたワークを任意の方位に向けるこ
とができる。
【００１６】
　このような門形工作機械は、直線軸としてＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３軸を有している。Ｘ軸
は、テーブル１２を前後方向に送る制御軸である。Ｙ軸はサドル８を左右方向に送る制御
軸、Ｚ軸は、クロスレールを上下方向に送る制御軸である。これらのＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸に
加えて、主軸頭１０をＹ－Ｚ平面内で左右に最大３０度旋回させる旋回軸がＡ軸であり、
テーブル１２を連続的に任意の角度を旋回される旋回軸がＣ軸である。
【００１７】
　次に、図２は、図１に示した門形工作機械でスライドコア穴の加工が実施された金型の
一例を示す。この実施形態で加工されるのは、自動車のインストパネルやバンパーのよう
な大型樹脂成形品の成形に使用される大型の金型２０である。このような大型の金型２０
の場合、成形品を取り出すための押出ピンが必要不可欠となる。そして、金型２０には、
いくつもの押出ピンを組み込まなければ、成形品を取り出すことができない。このため、
金型２０には、金型キャビティ面の形状加工をした後、押出ピンを挿入するための複数の
スライドコア穴が加工される。
【００１８】
　図３は、大型金型２０の断面を示す図である。押出ピン２１は、入子２２とスライドロ
ッド２３とからなり、入子２２が金型２０から突出して成形品を押し出す。金型２０には
、スライドロッド２３が摺動するスライドロッド穴２４と、入子２２が収容されるコアポ
ケット２５が加工される。スライドロッド穴２４とコアポケット２５は、全体として一つ
のスライドコア穴を形成している。
【００１９】
　このようなスライドコア穴は、傾斜しているのが通常である。図４において、一つのス
ライドコア穴についてみれば、このスライドコア穴は、穴の基準点を設定したときのその
座標、スライドロコア穴の軸線の傾斜角度θ、スライドコア穴の軸線が延びる方位ψ等の
データによって特定することができる。
【００２０】
　金型２０をテーブル１２に載せて図１の５軸加工機で穴開け加工する場合、スライドコ
ア穴の方位ψに合わせてテーブル１２を旋回させ、スライドコア穴の傾
斜角度θだけ主軸頭１０が傾いた姿勢を維持して、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を同時に数値制御し
ながらドリルやエンドミルを送ることでスライドロッド穴２４やコアポケット２５を加工
することができる。
【００２１】
　理論上は、金型２０に加工するすべての穴について、穴の基準点の座標、穴の傾斜角度
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、方位、形状についてのデータから加工プログラムを作成し、その加工プログラムを実行
して金型２０のすべての傾斜穴の加工を自動化することができる。
【００２２】
　次に、図５は、５軸加工機に適用された計測・補正システムのブロック構成図である。
　
　図５において、参照番号３０は、ＣＡＤ／ＣＡＭ機を示し、参照番号４０は、ＣＮＣ装
置を示す。ＣＡＤ／ＣＡＭ機３０とＣＮＣ装置４０は、シリアル通信やＬＡＮなどの通信
手段で接続されている。
【００２３】
　ＣＡＤ／ＣＡＭ機３０は、加工対象のワーク、この実施形態では、大型金型２０のＣＡ
Ｄデータを作成するＣＡＤデータ作成部３１と、ＣＡＤデータに含まれるスライドコア穴
の基準点の位置、傾斜角度、方位、さらには形状などのデータに基づいて、スライドコア
穴加工の加工プログラムを作成する加工プログラム作成部３２と、ＣＡＤデータに基づい
て、スライドコア穴を加工する一連の工程のうち、コアポケット２５の予備加工の後でス
ライドロッド穴２４の基準点の位置を測定する測定プログラムや、加工したコアポケット
２５の形状測定を実施するための測定プログラムを作成する測定プログラム作成部３３と
、を構成するようになっている。
【００２４】
　次に、ＣＮＣ装置４０は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、Ａ軸、Ｃ軸の５軸同期制御が可能なＣＮ
Ｃ装置であり、基本的な構成として入出力部４２、演算制御部４３、記憶部４４、Ｘ軸制
御部４５、Ｙ軸制御部４６、Ｚ軸制御部４７、Ａ軸制御部４８、Ｃ軸制御部４９を備えて
いる。
【００２５】
　演算制御部４３では、加工プログラムを実行するほか、測定プログラムをユーザ指定で
実行する。これらのプログラムを実行すると、Ｘ軸制御部４５、Ｙ軸制御部４６、Ｚ軸制
御部４７、Ａ軸制御部４８、Ｃ軸制御部４９の各軸制御部は、各軸についての指令を生成
し、これらの各軸指令は、それぞれＸ軸サーボモータ５０、Ｙ軸サーボモータ５１、Ｚ軸
サーボモータ５２、Ａ軸サーボモータ５３、Ｃ軸サーボモータ５４に出力される。これら
各軸の実際の位置は、位置検出器５５、５６、５７、５８、５９により検出され、位置検
出信号はＣＮＣ装置４０にフィードバックされる。
【００２６】
　測定プログラムを実行して、測定を行うときには、主軸頭１０の主軸先端には、タッチ
プローブ６０が装着される。タッチプローブ６０には、接触子６１が設けられており、接
触子６１が金型加工面に接触したときに発生するオンオフ信号は、プログラマブルロジッ
クコントローラ６５を介してＣＮＣ装置４０に入力される。
【００２７】
　なお、図５において、主軸頭１０は、加工するスライドコア穴の傾斜角度に合わせて、
Ａ軸角度を固定した状態が示されている。加工中は、主軸頭１０はこの姿勢を保持し、測
定を除いて、スライドコア穴の加工を実施する。
【００２８】
　次に、加工プログラムをＣＮＣ装置４０で実行したときの、実際のスライドコア穴加工
について、工程の順序を追って説明する。
【００２９】
　図６は、工具にエンドミルを用い、最初に金型２０の表面に加工した平らな底の浅い座
ぐり穴７２を示す。この座ぐり穴７２は、エンドミルを渦巻きのように回しながら穴を拡
げていくヘリカル加工により加工される。あるいは、エンドミルを金型２０の表面に軸方
向に送りながら突き加工で加工してもよい。こうして加工された座ぐり穴７２の底面は平
坦になっている。座ぐり穴７２の直径は、次に加工するガイド穴よりも大きい。
【００３０】
　図７は、座ぐり穴７２の底面からガイド穴７４を穴あけ加工した金型２０を示す。この
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ガイド穴７４は、スライドロッド穴２４の加工に先立ってガンドリルの案内としてあけら
れる穴であり、ガンドリルの外径とほぼ同じ直径の穴である。ガイド穴７４は予め決めら
れた適当な深さまで穿孔される。なお、ガイド穴７４の穴あけでは、ドリルの替わりにリ
ーマーを工具に用いてもよい。
【００３１】
　次いで、図８は、スライドロッド穴２４の穴あけ工程を示す図である。このスライドロ
ッド穴２４の穴あけ工程では、前工程であけたガイド穴７４にガンドリルの先端部を臨ま
せ、このガイド穴７４を案内として利用し、決められた深さまでスライドロッド穴２４を
あける。このスライドロッド穴２４の穴あけ加工の終了後には、切り屑を除去するエアブ
ローが実施される。
【００３２】
　図９は、スライドロッド穴２４の穴あけ加工の後で、中間ポケット８０を形状加工した
金型２０を示す。この中間ポケット８０の加工にはエンドミルが用いられる。
【００３３】
　中間ポケット８０の加工は、座ぐり穴７２を拡げるようにして行う。最終的には、仕上
げられる予定のコアポケット２５とを較べると、深さが浅く、また全体的に一回り小さい
形状のポケットに加工される。
【００３４】
　中間ポケット８０を加工した後は、計測工程が行われる。この計測工程では、工具に替
えてタッチプローブ６０が用いられる。図９において、加工された中間ポケット８０の座
面をＲ、加工すべきコアポケット２５の座面をＺとする。中間ポケット８０の座面Ｒがあ
るＸ－Ｙ平面上におけるスライドロッド穴２４の中心の位置をＣ’とする。
【００３５】
　この計測工程では、タッチプローブ６０を用いてスライドロッド穴２４の中心Ｃ’の位
置を求める。この場合、主軸頭１０を垂直な姿勢を保ったまま、タッチプローブ６０で中
心位置Ｃ’を測定するマクロプログラムが実行される。このマクロプログラムでは、タッ
チプローブ６０がスライドロッド穴２４の内周面と接触する４点の座標を測定して、４点
の座標から中心位置Ｃ’が求められる。
【００３６】
　中間ポケット８０の座面Ｒにおける中心位置Ｃ’を求めることによって、中間ポケット
８０の座面ＲのＺ軸値と、中心位置Ｃ’のＸＹ座標がわかる。コアポケット２５の座面Ｚ
のＺ軸値とスライドロッド穴２４の傾斜角は既知であるから、中間ポケット８０の座面Ｒ
を基準にした場合のコアポケット２４の座面Ｚにおけるスライドロッド穴２４の中心位置
Ｃが求められる。こうして求めたスライドロッド穴２４の中心位置Ｃは、コアポケット２
４の加工の基準となる基準点である（以下、基準点という）。
【００３７】
　以上のようにして求められた基準点Ｃは、実際に加工された中間ポケット８０の座面Ｒ
を仮の基準面として求めたものであるので、加工上の誤差により設計上の基準点Ｃと一致
しない場合が多い。コアポケット２５を加工する加工プログラムは、設計上の基準点Ｃを
基準にしてプログラムが作成されているので、そのまま加工プログラムを実行してコアポ
ケット２５の仕上げ加工まで進めてしまうと、仕上がったコアポケット２５とスライドロ
ッド穴２４の芯が一致しなくなる虞がある。
【００３８】
　そこで、演算制御部４３は、スライドロッド穴２４の基準点Ｃの測定結果と、設計上の
基準点の座標とを比較し、もし誤差があれば加工プログラムに設定されている基準点Ｃの
座標を測定した値に書き替える。
【００３９】
　次に、図１０は、コアポケット２５を形状加工した金型２０を示す図である。このコア
ポケット２５の形状加工は、粗加工と仕上げ加工の２段階に分かれる。仕上げ加工では、
基準点の座標を書き替えた加工プログラムを実行し、コアポケット２５を精密に加工する
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【００４０】
　この仕上げ加工では、上述したように実際の測定により誤差を補正した基準点Ｃに基づ
いて加工が行われるで、スライトロッド穴２６とコアポケット２５の芯が一致することに
なる。
【００４１】
　コアポケット２５の仕上げ加工を終了後、さらにコアポケット２５を形成する各壁面の
傾斜角度、コアポケットの寸法を測定する形状計測が行われる。コアポケット２５を形成
する四囲の壁面のそれぞれにタッチプローブ６０を接触させて、各面の傾斜角度、ポケッ
ト中心からの各面の振り分けを測定する。
【００４２】
　演算制御部４３は、この測定結果から、加工代が残っているか否か、削り過ぎの部分は
ないかを判別し、加工代が残っていれば再加工を行い、削り過ぎの場合はアラームを出す
機能を有している。また、測定データは記憶部４４に保存され、次回の加工にフィードバ
ックされる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明によるスライドコア穴の加工を実施する５軸加工機を示す斜視図である。
【図２】同スライドコア穴の加工された金型を示す斜視図。
【図３】図２における金型の断面図。
【図４】スライドコア穴の方位、傾斜を示す説明図。
【図５】５軸加工機に適用される計測・補正システムのブロック構成図。
【図６】本発明の一実施形態によるスライドコア穴加工における座ぐり加工を示す断面図
。
【図７】本発明の一実施形態によるスライドコア穴加工におけるガイド穴の穴あけ加工を
示す断面図。
【図８】本発明の一実施形態によるスライドコア穴加工におけるスライドロッド穴の穴あ
け加工を示す断面図。
【図９】本発明の一実施形態によるスライドコア穴加工における中間ポケットの形状加工
を示す断面図。
【図１０】本発明の一実施形態によるスライドコア穴加工におけるコアポケットの形状加
工を示す断面図。
【符号の説明】
【００４４】
　２　コラム
　４　ベッド
　６　クロスレール
　８　サドル
　１０　主軸頭
　１２　テーブル
　２０　金型
　２１　押出ピン
　２２　入子
　２３　スライドロッド
　２４　スライドロッド穴
　２５　コアポケット
　７２　座ぐり穴
　７４　ガイド穴
　８０　中間ポケット



(9) JP 2008-188726 A 2008.8.21

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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